
(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー　賛助会員名簿

名称 Tel 名称 Tel 名称 Tel
サービス(40) (株)エスアンドエルプランニング（料亭うのいち） 053-463-2477 ふでや文具店 053-452-2355
アクトサービス(株) 053-585-0008 (株)みその 053-458-0127 ベルマリン㈱ 053-578-3210
イオンモール浜松市野 053-468-1531 宅配弁当　遠州や十兵衛 053-540-1042 (有)マスミ 053-453-9286
MKスターズ㈱ 03-4580-2505 ジ・オリエンタル・テラス 053-447-3241 ㈱まるたや洋菓子店 053-441-9456
グッド(有) 053-489-8855 (株)自笑亭 053-442-2121 ㈲村松商店 053-485-8526
㈱ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ　東海支社　静岡ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ 054-251-3381 (有)清水家 053-522-0063 （株）ヤタロー 053-461-8159
(株)コングレ 052-950-3369 (株)JACKカンパニー 053-489-4446 浜太郎　餃子センター 053-401-0141
(株)サイト 053-485-4126 (名)新角 053-471-3798 ユニヴァーサル商事(株) 053-421-3141
(株)三共 053-442-1001 談味酒家ふとっぱら 053-451-3012 ㈱メロー静岡 0538-42-3056
(株)シーエムエー 053-459-1510 TSKサービス(株) 053-421-8881 富士の酒 090-9670-6226
Ｊネットレンタカー　浜松駅前店 053-450-5432 (有)魚魚一 053-458-6343 製造・加工(33)
（有）静岡ガード 053-455-3457 ㈱ドルフィンキッズプロダクション 053-450-7278 (有)あかね屋 053-461-1594
社会保険労務士法人杉浦会 053-469-1000 浜松倉庫(株) 053-453-0151 (株)エムシーフードサービス 053-411-6133
(株)ステージ・ループ 053-460-4011 (株)紅雀 053-452-1590 河守食品(株) 053-442-1200
(株)全日警 03-3862-3321 (株)弁いち 053-453-2216 (株)共栄商会 0538-38-3886
タケショウ株式会社　フリーモバイル事業部 052-526-2101 弁天島 山本亭 053-592-2485 (有)グーこぎく 053-441-0550
(株)テレビ静岡 053-454-9345 (株)桝形 053-452-0498 ㈱栄商会 053-464-0601
電通システム(株) 053-441-3911 (有)八百徳鰻料理店 053-452-5687 ㈱サツ川製作所 053-421-4802
東海東京証券(株)　浜松支店 053-456-8712 (株)八千代 053-452-3356 ㈱三創楽器製作所 053-421-5677
税理士法人東海浜松会計事務所 053-455-2181 山口屋寿司店 053-452-1768 三立製菓(株) 053-453-3111
東京海上日動火災保険㈱　浜松支店 053-454-8573 やま文 053-454-1550 ㈲三和畜産　とんきい 053-522-2969
㈱ﾄﾞｺﾓCS東海　静岡支店　法人営業部 054-265-7338 (有)よし松 053-437-2993 静岡濾布(有) 053-489-2331
㈱トヨタレンタリース静岡　浜松新幹線口店 053-452-0100 販売(31) 昭和楽器製造(株) 053-471-4341
㈱ﾊﾟｿﾅ　ﾊﾟｿﾅ・浜松 053-456-1601 (株)アンダンテ 053-451-0300 (有)白川商店 053-452-4729
はましんリース(株) 053-456-0611 (株)伊勢屋 053-463-5111 (株)鈴木楽器製作所 053-461-2325
(株)浜名湖国際頭脳センター 053-484-4000 宇津山製茶(株) 053-486-0106 (株)スミダ工芸 053-471-8646
浜松エフエム放送(株) 053-458-8600 (株)金指商会 053-441-0111 凧の工房みやび 053-422-2185
浜松市中央地区駐車場協同組合 053-453-0151 上西すみたや 053-464-4000 (有)竹泉　浜北店 053-586-5123
浜松帝国警備保障（株） 053-454-1199 喜楽堂本舗 053-471-7758 (株)天神屋　 054-626-2428
(株)ヒューマンアロー 053-457-1458 キリンビール(株) 053-454-1432 ㈱天保 053-487-1896
フカヤ(株) 053-471-4848 (有)さかな家物産店 053-486-2346 花の舞酒造(株) 053-582-2121
(株)フジヤマ 053-454-5892 (株)さがみ園 053-523-9422 (株)浜名湖相兼水産 053-592-0136
㈱メイクスパーク 03-6315-2521 佐藤産業㈱ 053-461-5335 はままつ笠井織 053-421-3535
リコージャパン(株) 054-203-6800 (有)春華堂 053-482-1771 浜松ホトニクス(株) 053-452-2141
㈲クリケット 053-475-8802 (株)スクロール 053-464-1111 (有)松田商店 053-421-0611
㈱スティルアン 053-452-3334 ㈲テック・セイワ 053-925-7705 (有)丸徳養魚場 053-487-0345
日産ﾚﾝﾀｶｰ静岡㈱　浜松新幹線口店 053-455-4123 東海キヨスク(株)　浜松支店 053-454-1458 武藤染工(株) 053-461-7993
株式会社ノバレーゼ　アマンダンライズ 053-419-4411 (有)ドリアン洋菓子店 053-434-7886 杢屋食品(株) 053-447-0179
C'Sケータリングサービス株式会社 06-6977-8636 ㈲人形の優玉 053-441-8873 やまと興業(株) 053-586-3111
エネジン(株) 053-471-1414 (有)はな工房きたの 053-448-4649 ヤマハ(株) 053-460-2071
飲食(25) (株)浜中 053-427-7051 ヤマヤ醤油(有) 053-461-0808
㈲石松 053-586-5558 浜松ターミナル開発(株) 053-457-4000 (株)六軒京本舗 053-461-3677
うな炭亭 053-451-3131 (株)浜松文明堂 053-462-0002 茶っ葉屋・薗田製茶 053-411-7795
㈱一歩ダイニング 053-413-6656 (有)B.I.通商 053-474-7498
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https://www.actservice.co.jp/
http://bellmarine.co.jp/
https://www.aeon.jp/sc/hamamatsuichino/
https://www.inh.co.jp/masumi/
http://mkstars.com/
http://www.marutaya.net/
http://www.hokengood.com/
http://394108.jp/
https://corporate.saisoncard.co.jp/
http://shimizuya-unagi.com/
https://www.yataro.com/
https://www.congre.com/
http://www.tanto-otabe.com/
http://www.hamatarou.jp/
http://www.dreamers-site.websapo.jp/
https://www.shinkado-s26.com/72341/
http://www.universal-shoji.co.jp/
http://www.sankyo-kun.jp/
https://mero-shizuoka.ocnk.net/
https://www.akindo2000.net/
https://fujinosake.com/
https://www.j-netrentacar.co.jp/
http://www.zazanza.com/
https://www.sugiura.net/
https://www.hamamatsu-soko.co.jp/
https://blog.goo.ne.jp/mochi1ban
http://www.stageloop.co.jp/
https://www.benisuzume.co.jp/
https://kawamorishokuhin.hp.gogo.jp/pc/
https://www.zennikkei.co.jp/
http://www.benichi.co.jp/
http://www.nanoya.jp/
http://www.yamamototei.com/
https://www.goo-kogiku.com/
http://www.sut-tv.com/
http://www.masugata.jp/
http://www.sakae-firm.co.jp/
http://www.dslab.co.jp/
https://www.unagiyaotoku.com/
http://www.eco-satsukawa.com/
http://www.tokaitokyo.co.jp/
http://www.sakanamachi.net/sakanamachi/452-3356.htm
https://sansogakki.com/
http://www.nb-n.co.jp/mbc/
http://www.sushi-yamaguchiya5th.com/
https://www.sanritsuseika.co.jp/
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
http://www.yamabun.jp/
https://www.tonkii.com/
http://www.docomo-cs-tokai.co.jp/
https://unasen.org/shop/shop19.html
https://washi-towel.com/
http://www.toyota-renta.co.jp/
http://www.syowagakki.co.jp/
https://www.pasona.co.jp/
http://www.ms-andante.jp/
http://www.hamashin-lease.jp/
http://www.iseya-net.com/
https://www.suzuki-music.co.jp/
https://www.hamanako.jp/
http://www.utsuyama.com/
https://www.fmharo.co.jp/
http://www.kanasashi.co.jp/
https://itp.ne.jp/info/226571455108370400/
https://www.chikusen.jp/
https://www.fmharo.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/喜楽堂本舗-196946970342875/
https://tenjinya.com/
http://h-arrow.co.jp/
https://www.kirin.co.jp/
https://www.unagi-tenpo.com/
http://www.fuk.jp/
http://www.hamanako-miyage.com/
https://www.hananomai.co.jp/
https://www.con-fujiyama.com/
http://www.sagamien.co.jp/
https://mkspark.com/
http://www.satonet.co.jp/
https://www.ricoh.co.jp/
https://www.shunkado.co.jp/
https://www.scroll.jp/index.html
http://company.styleun.com/
http://www.ruber-hamanako.com/
http://www2.enekoshop.jp/shop/hamanakoya/
https://nissan-rentacar.com/shop/welfare/100/?office_cd=3F8F3
https://www.kiosk.co.jp/pc_company_office.php
https://produce.novarese.jp/amandan-rise/
https://kashi-dorian.biz/about
https://www.cs-premium.com/
https://www.yugyoku.jp/
https://www.enegene.co.jp/
https://lovegreen.net/spot/p161034/
https://jp.yamaha.com/
http://www.hamachu.co.jp/
https://ymy.co.jp/
http://www.may-one.co.jp/
https://www.e-bunmeido.jp/
https://www.chappaya.com/
http://www.bi-comm.co.jp/


(公財)浜松・浜名湖ツーリズムビューロー　賛助会員名簿

名称 Tel 名称 Tel 名称 Tel
展示･装飾(7) (株)東横イン　浜松駅北口 053-457-1045 建設・不動産(8)
(有)コスモグリーン庭好 053-443-7878 浜名湖畔の宿あさしお 053-592-0761 須山建設(株) 053-471-0322
誠和企画(株) 053-461-0429 浜名湖レークサイドプラザ 053-524-1311 中村建設(株) 053-471-3421
(株)大和工芸　浜松営業所 053-460-5014 浜松ホテル 053-450-5555 (株)ハマネツ 053-450-8050
(有)バンケットプロデュース 053-464-0650 ビジネスホテル辻梅 053-453-1711 (株)棒屋 053-453-3173
(株)マスヤスタジオ 053-454-9291 ホテル・レオン浜松 053-455-3131 (株)リサイクルクリーン 053-925-1366
(株)ミキ画房 053-453-3244 ホテルアセント浜松 053-454-0330 (株)林工組 053-461-8853
(株)レンダー商会 053-462-0682 ホテルクラウンパレス浜松 053-452-5111 ㈱ワン エステート 053-571-7411
広告・デザイン(19) ホテル玄　浜松インター 053-423-3411 (株)アクトシティマネジメント 053-458-8500
(株)旭ビジョン 053-458-1355 ホテルサウスガーデン浜松 053-451-1800 倉庫・流通(1)
(株)アライデザイン工芸 053-453-0866 ホテルセレクトイン浜松駅前 053-455-1188 鈴与(株)　浜松支店 053-421-1144
良い広告㈱ 053-456-3824 HOTEL day by day 053-452-6600 諸団体(30)
㈱石田大成社　浜松ｵﾌｨｽ 053-488-4131 ホテルnanvan浜名湖 053-576-6666 あらいの関　きらく市実行委員会 053-594-0634
(株)エイエイピー　浜松支店 053-458-0550 ﾎﾃﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱ 03-5623-3238 舘山寺温泉観光協会 053-487-0152
(株)SBSプロモーション 053-456-0788 ホテル明治屋 053-465-8111 舘山寺温泉旅館組合 053-487-0152
(株)クリエイティブプロジェクト・ズーム 053-411-4888 ホテルリステル浜名湖 053-525-1222 JA静岡厚生連遠州病院 053-453-1111
新企画(株) 053-456-3505 リッチモンドホテル浜松　 053-450-5575 (一社)静岡県トラック協会　西部支部 053-435-0109
ソエラ 090-1860-7109 ルートインジャパン㈱　ホテルルートイン浜松駅東 053-413-1711 宗教法人　方広寺 053-543-0003
(株)ぱど　浜松支局 053-411-8100 旅行(8) 宗教法人　龍雲寺 053-447-1231
㈱ピーエーシー 054-254-8854 近畿日本ツーリスト(株)　浜松支店 053-456-8661 宗教法人　頭陀寺 053-463-8170
表示灯(株)　静岡支店 054-273-2611 ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ﾂｱｰｽﾞ 03-3274-9784 社会福祉法人聖隷福祉事業団 053-413-3300
㈱mocha-chai 053-464-6198 (株)ＪＴＢ　浜松支店 053-454-6981 天竜区観光協会 053-925-5845
矢壺デザイン 053-588-2334 (株)東海トラベル 053-456-3550 とぴあ浜松農業協同組合 053-476-3112
(有)ビジュアル　クラフト　カイ　制作室 053-464-0493 東武トップツアー(株)　浜松支店　 053-453-0166 浜松観光ボランティアガイドの会 053-456-1303
㈱マスターピース 053-415-9959 (株)日本旅行　浜松支店 053-454-4371 (公財)浜松国際交流協会 053-458-2170
(株)クライマワークス 053-475-0005 (株)ハマカントラベル 053-478-2000 浜松市　浜北観光協会 053-586-2522
(株)filments 053-569-5626 名鉄観光サービス(株)　浜松支店 053-452-8453 (公社)浜松市シルバー人材センター 053-454-2377
(株)フィーリンク 053-420-1255 観光・レジャー(10) (公財)浜松市体育協会 053-411-8686
印刷・出版(10) (株)ISK 053-482-7871 (公財)浜松市文化振興財団 053-451-1113
(株)アプライズ 053-461-5581 クリークサウンド 0539-62-1772 浜松市土産品協会 053-458-3635
(株)キャッツアイビー 053-522-7989 (株)清音（ファントムマリンコダマ） 053-487-5557 浜松商工会議所 053-452-1111
桐屋印刷(株) 053-441-4526 はままつフルーツパークときのすみか 053-428-5211 （一社）浜松商店界連盟 053-456-3637
杉山メディアサポート(株) 053-467-6000 (公財)浜松市花みどり振興財団 053-487-0511 浜松凧の会 053-461-5671
(株)ゼンリン　浜松営業所 053-422-6201 浜名漁協雄踏支所　たきや組合 053-592-1063 浜松ホテル旅館協同組合 053-452-2296
中部印刷(株) 053-441-2437 浜名湖遊覧船(株) 053-526-7066 浜松料理協同組合 053-452-2511
東海電子印刷(株) 053-448-5711 浜松毎日ボウル 053-472-8201 (公財)光科学技術研究振興財団 053-454-0598
凸版印刷㈱　中部事業部　浜松営業所 053-456-0048 浜名湖パラグライダースクール 053-526-0015 舞阪町観光協会 053-592-0757
松本印刷㈱　浜松支店 053-464-8359 HAS浜松乗馬クラブ 053-436-7979 村櫛観光協会 053-489-2002
三富印刷(株) 053-467-4678 運輸(9) 宗教法人龍潭寺 053-542-0480
ホテル･旅館(27) アクト観光㈱ 053-422-5555 浜松西郵便局 053-454-0412
THE HAMANAKO 053-592-2222 遠州鉄道(株) 053-454-2211 宗教法人普門寺 0532-41-4500
ヴィラくれたけ 053-453-1511 鯱バス（株） 0538-49-1101 浜松未来総合専門学校 0120-731-139
遠鉄観光開発(株) 053-487-0771 天竜浜名湖鉄道㈱ 053-925-6125 地方公共団体(2)
ｵｰｸﾗｱｸﾄｼﾃｨﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 053-459-0111 東海旅客鉄道(株)　浜松駅 湖西市役所 053-576-1230
コートホテル浜松 053-457-0505 遠江観光㈱ 053-448-2121 浜名湖競艇企業団 053-594-7116
コンフォートホテル浜松 053-450-6111 浜松市タクシー協会 053-472-5181
サゴーエンタプライズ(株) 053-455-3541 ラビット急行(株) 053-421-0202
365BASE outdoor hostel 053-544-4338 浜松バス（株） 053-584-4000

ダイワロイネットホテル浜松 053-455-8855

【賛助会員についてのお問い合わせ】

（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー　総務部あて

TEL ：053-458-0011　　　FAX：053-458-0013

mail：info@hamacon.net
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https://www.toyoko-inn.com/
http://www.asasio.co.jp/
https://www.suyama-group.co.jp/
https://www.nakaken.co.jp/
http://www.daiwa-web.co.jp/
https://www.hamanetsu.co.jp/
http://www.boya.co.jp/
https://hotel-leon-hamamatsu.com/
https://www.recycle-clean.co.jp/
http://www.hotel-ascent.com/hamamatsu/
http://www.rinkoh.co.jp/
https://www.crownpalais.jp/hamamatsu/
https://www.wanestate.co.jp/
http://hotel-gen.co.jp/
http://www.hotel-ascent.com/south/
https://select-hotels.jp/hamamatsu/
https://www.suzuyo.co.jp/
http://www.ekoukoku.co.jp/index.html
http://www.hotel-daybyday.sala.jp/
https://www.nanvan-hamanako.jp/
http://kosaicity.com/kaikokan.html
https://www.aap.co.jp/
https://www.grandhotel.jp/hamamatsu/
https://www.kanzanji.gr.jp/
http://www.hotelmeijiya.com/
https://www.kanzanji.gr.jp/
http://www.listel-hamanako.jp/
https://k-enshu.ja-shizuoka.or.jp/
http://www.shinkikaku.co.jp/
https://richmondhotel.jp/hamamatsu/
https://www.szta.or.jp/
https://emer.thebase.in/
https://www.route-inn.co.jp/
http://www.houkouji.or.jp/
https://www.pado.co.jp/
https://www.ryouun.com/
http://www.pacweb.co.jp/
https://www.knt.co.jp/
https://zudaji.or.jp/
https://www.hyojito.co.jp/
https://www.jrtours.co.jp/
http://www.seirei.or.jp/hq/
https://inhamamatsu.com/
https://stores.jtb.co.jp/j5535-0
http://tenryu-daisuki.com/
https://walnuts-studio.com/about/
https://www.tokaitravel.co.jp/
https://jatopia.ja-shizuoka.or.jp/
http://www.tobutoptours.co.jp/
http://www.hama-svg.jp/index-2.html
https://peloli.jp/
http://www.nta.co.jp/shop/shoplist/5555/
http://www.hi-hice.jp/index.php
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